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催物ごあんない10月
2022

11月・
田園交響ホール
丹波篠山市立

月  日（曜） 催　物　名　等 開演 終演   入場料ほか（円） 主　催 お問い合わせ

10月

１（土） 令和5年10月分使用受付（本番使用）令和5年１月分使用受付（練習使用） 9:00 利用希望者 田園交響ホール
（079）552-3600

２（日） 第49回 兵庫県交響楽祭 13:30 16:30 ※無料（要整理券） 兵庫県交響楽祭丹波篠
山市実行委員会

田園交響ホール
（079）552-3600

23（日） 第49回　丹波合唱祭 12:30 16:00 無料 丹波文化団体協議会
（公財）兵庫丹波の森協会 
丹波の森公苑
（0795）72-5170

26（水） 丹波篠山市戦没者追悼式 10:00 11:00 無料 丹波篠山市 丹波篠山市 長寿福祉課
（079）552-5346

11月

１（火） 丹波篠山市中学校・特別支援学校音楽会 未定 未定 関係者 丹波篠山市中学校教育
研究会音楽部会

篠山東中学校（田端）
（079）556-3781

２（水） 令和5年11月分使用受付（本番使用）令和5年２月分使用受付（練習受付） 9:00 利用希望者 田園交響ホール
（079）552-3600

３（木・祝） 第36回 丹南中学校吹奏楽部定期演奏会 13:30 15:30 無料 丹南中学校 丹南中学校（岡田）
（079）594-1164

５（土） 兵庫県高等学校体育連盟ダンス新人大会 13:30 16:00 関係者 兵庫県高等学校体育連盟 小野高等学校（茨城）
（0794）63-2007

６（日） 宝くじ文化公演森麻季・横山幸雄名曲コンサート 15:00 17:00 ※一般2,000円　高校生以下1,000円
丹波篠山市、丹波篠山市
教育委員会、（一財）自治
総合センター

田園交響ホール
（079）552-3600

12（土） ～故 波部香代子先生へ感謝を込めて～グレイトフル・ジョイント・コンサート 14:00 16:00 ※一般500円　（高校生以下無料）
故波部香代子先生に感
謝する会

故波部香代子先生に感謝す
る会（前川）
（079）594-0882

13（日） 第55回ヤマハ音楽教室発表会エレクトーンフェスティバル2022 13:00 16:00 無料 （株）木下楽器 （株）木下楽器
（079）552-0321

19（土）
丹波の森国際音楽祭
　シューベルティアーデたんば2022
ガラ・コンサート「オーボエと仲間たち」

14:00 16:00
※大人：2.500円
　（当日3,000円）
　高校生以下無料（要整理券）

丹波の森国際音楽祭 
シューベルティアーデた
んば実行委員会事務局

（公財）兵庫丹波の森協会 
丹波の森公苑
（0795）72-5170

20(日） 丹有地区高等学校連合音楽会 10:00 16:00 関係者 丹有地区高等学校音楽
協会

篠山鳳鳴高等学校（北倉）
(079)552-0047

23（水・祝） 丹波篠山市民文化祭（合同芸能発表会） 10:30
（予定）

15:30
（予定）無料

丹波篠山市民文化祭実
行委員会

丹波篠山市中央公民館
(079)594-1180

26（土） 篠山産業高校吹奏楽部第49回定期演奏会 14:00 16:00 無料 篠山産業高等学校 篠山産業高等学校（青野）
(079)552-1194

27（日） メロマン室内管弦楽団  第44回演奏会 14:00 16:00
※前売：800円
　当日:1,000円
　高校生以下無料（要整理券）

メロマン室内管弦楽団 メロマン室内管弦楽団（酒井）
090-7495-7126

月  日（曜） 催　物　名　等 開演 終演   入場料ほか（円） 主　催 お問い合わせ

10月
22（土） 第42回今田中学校文化祭 8:40 14:30 無料 今田中学校 今田中学校

（079）597-3160

30（日） 今田中学校吹奏楽部定期演奏会 13:30 15:00 関係者 今田中学校 今田中学校
（079）597-3160

田園交響ホール スケジュール

さぎそうホール スケジュール

◆上記催しは、新型コロナウイルス感染状況により催しを中止または延期する場合がございますのでご了承ください。
◆※印の入場券は田園交響ホールで取り扱っています。休館日/毎週月曜日・火曜日・祝日の翌日
◆さぎそうホールは10月4日（火）まで休館中です。

10月 3日（月） 4日（火） 8日（土） 9日（日） 10日（月・祝）   11日（火） 17日（月） 18日（火） 24日（月） 25日（火） 31日（月）
11月 7日（月） 8日（火） 14日（月） 15日（火） 21日（月） 22日（火） 24日（木） 28日（月） 29日（火）

田園交響ホール
　　　　休館日

都合により休館日が変更になる場合があります。

NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」より“Stand Alone”
歌劇「ファウスト」より“宝石の歌” 他

NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」より“Stand Alone”
歌劇「ファウスト」より“宝石の歌” 他

2022年

ソプラノソプラノ
ピアノピアノ



ご案内図

丹波篠山市立 田園交響ホール

兵庫県交響楽祭丹波篠山市実行委員会、兵庫県、
兵庫県オーケストラ協議会、公益財団法人兵庫県芸術文化協会、
丹波篠山市、丹波篠山市教育委員会
篠山音楽協会、丹波市音楽協会

主催：

後援：

令和 4 年度－ふれあい文化の祭典－県民文化普及事業令和 4 年度－ふれあい文化の祭典－県民文化普及事業

第49回第49回

兵庫県
交響楽祭
兵庫県
交響楽祭
開場13:00  開演１３：３０  終演予定１６：３０開場13:00  開演１３：３０  終演予定１６：３０

2022年 月10 日（日）22022年 月10 日（日）2

※入場整理券が必要です 全席
自由入場

無料
整理券は交響ホール事務所にてお配りいたします。
また、お電話で申し込んでいただければ、当日受付でお渡しします。
電話：079-552-3600

県内で活躍するジュニアから一般のアマチュア
オーケストラや弦楽アンサンブルが一堂に会して
演奏をお届けします。

■ 朝来市少年少女オーケストラ
■ 創価学会兵庫管弦楽団
■ 西宮ジュニアオーケストラ
■ 西脇小学校オーケストラ部
■ メロマン室内管弦楽団

参加団体(50音順)

令 和 5 年 度令 和 5 年 度

などなど、地域の芸術文化を盛り上げる
舞台公演を公募します。

などなど、地域の芸術文化を盛り上げる
舞台公演を公募します。

市民共同企画事業市民共同企画事業
大募集!大募集!

※詳しくは交響ホール
　ホームページをご覧ください。
　電話：079-552-3600

応募締切 月10 日21 （金）

思い描いてた
企画がある
思い描いてた
企画がある

丹波篠山で
多くの人にぜひ
見てもらいたい

丹波篠山で
多くの人にぜひ
見てもらいたい

やりたい公演が
あるけど何から
始めたらいい？

やりたい公演が
あるけど何から
始めたらいい？

夢のイベントの開催を
田園交響ホールがお手伝いします。

2月18日2月18日
2023年2023年

15:00開演／14:30開場15:00開演／14:30開場
※未就学児の入場はご遠慮ください。

土

4,000 円 （税込）

3,500 円 （税込）
友の会・グループ割（5名以上）

一　般  

全 席 指 定

友の会先行予約友の会先行予約
10月15日（土）9：00AM～ 【電話・ネット予約のみ】
一般発売一般発売
10月22日（土）9：00AM～ 【電話・窓口・ネット予約】

主催：丹波篠山市・
　　  丹波篠山市教育委員会

ローソンチケット　Lコード：52095
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レパートリー

ジャパネット高田社長
布施明
氷川きよし
山下達郎
森山直太朗
米米CLUB
平井堅　他

レパートリー

米津玄師
平井堅
コブクロ
玉置浩二
ASKA
鬼龍院翔
桜井和寿　他

レパートリー

LISA
miwa

YOASOBI
Ado

Superfly
クレヨンしんちゃん
ドラえもん　他

丹波篠山丹波篠山inin


